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北海道事業引継ぎ支援センター  表紙裏
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第10回函館歴史文化観光検定（はこだて検定）募集要項 折込
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■今月の表紙
函館港まつり
　写真は、８月２日に行われた函館港まつり「ワッショ
イはこだて」の十字街・松風コースのパレードに参加し
た新幹線はやぶさＰＲ連合隊を撮影した一葉です。
　函館の夏の風物詩である函館港まつりは、昭和９年
の函館大火で打撃を受け、悲しみに暮れる市民を励まし、
復興への意欲を向上させるため、翌年の昭和10年に催
されたのが始まりです。

平成２7年8月10日発行（毎月1回10日発行）

函館商工会議所報

8月号
（通巻386号)
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7 商工会議所活用レシピ
●はこだて検定を利用して： サッポロビール㈱北海道本部　

道南支社

8 会議所のうごき
●中国観光客誘致(トップセールス)を実施
● 北海道縦貫自動車道の整備促進
● 新幹線開業対策特別委員会、観光・飲食・サービス部会 

幹事会合同会議
●建設・土木部会幹事会
● 経済同友会東北ブロック会議
● 道南縄文文化推進協議会
● 開港156周年記念　函館港まつり
● 第44回観光土産品試買検査会
● 海の日記念式典
● 女性会
　◦函館アリーナを見学　
　◦ワッショイはこだてに参加
● 青年部

12 中小企業相談所だより
●マル経融資
●平成27年度版 金融制度の手引　発刊のお知らせ
●経営セーフティ共済
●中小企業総合振興資金融資制度の改正について
●個別専門相談日程

14 ご案内
●今後のうごき
●国勢調査
●ハローワーク　正社員実現キャンペーンのお知らせ

16 連載コラム　快進撃企業に学べ
● 変化・革新を続ける紺屋製紙
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函館アリーナ＆函館フットボールパーク
2015 年８月１日 OPEN

函館アリーナ竣工記念式
　去る７月21日、函館アリーナにおいて、工藤市長、本所より正副会頭
をはじめ関係者約300名が出席のもと、同アリーナの竣工記念式が行わ
れました。その後行われた市民見学会には、約4,400名の見学者が訪れ、
メインアリーナやサブアリーナ等の主要な施設を担当者の説明を受けな
がら見学しました。また、同アリーナのオープンに際し、正副会頭なら
びに本所が備品設備の寄附を行ったことに対し、工藤市長より松本会頭
へ感謝状が手渡されました。
　これまでも、本所では函館アリーナや函館フットボールパーク建設に
ついて、合同部会や青年部の例会等において、函館市から担当者を招き、
計画案について説明や意見交換を行い、充実したコンベンション機能を
有する施設として、経済界をはじめ市民からの意見が広く反映されるよ
う強く要望を行ってまいりました。今後も本所では、函館アリーナや函
館フットボールパークでの大会・イベント開催の誘致を積極的に行って
いきます。

　同アリーナは、立体的なデザインを採用した屋根部分をはじめ、巴の港をイ
メージした施設配置を採用する等、デザイン性を高めると共に冷暖房やユニバー
サルデザイン等の利用者が快適に利用できる設備を整え、最大約5,000人の収
容が可能な、大規模なスポーツ、コンベンションイベントが開催できる多目的
アリーナとして生まれ変わりました。
　バレーボールのV・プレミアリーグ女子の公式試合や全国自治体病院学会等、
全国規模のスポーツ、コンベンション大会が開催されることとなっており、イ
ベントの度、全国から多くの人の来函が期待されます。
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　本年８月１日より、大規模スポーツ・コンベンション施設「函館アリーナ」と道南最大の多目的グラウンド「函
館フットボールパーク」の供用が開始されました。
　両施設の開設によって、市外から多くの来函者を呼ぶ大規模なスポーツ、コンベンション、音楽等のイベント
の開催が可能となり、観光業を中心とした函館の地域経済活性化に大きく貢献することが期待されます。
　両施設の供用開始を記念し、今回は施設概要や開催予定のイベント等をご紹介いたします。

函館アリーナの施設概要

平面図

1Ｆ 2Ｆ

特 集

テープカットの様子

工藤市長より感謝状を受け取る松本会頭
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メインアリーナ
　各種競技の全国大会が開催できるよう、バスケットボールコートが３面取れる約
2,900㎡の広さと12.5ｍの天井高を確保し、2,120席の観客席を配置しています。また、
各種コンベンションの開催に対応できるよう、大きな床荷重に耐えられる弾性床システ
ムやオリンピックでの使用実績もあるシート製床材を採用したほか、電動吊りバトン等
の設備を設けています。さらに、コンサート等、大音量の音楽イベントの開催に耐えら
れるよう、騒音防止措置とともに、吸音効果の高い壁材の使用により最適な音響空間と
なるよう配慮しています。また、２階部分に一周約250ｍのランニング走路を配置して
います。

函館フットボールパーク施設概要
　北高等学校跡地に整備を進めてきた函館フットボールパークの新設グラウ
ンドがオープンしました。付近に新外環状道路日吉インターチェンジが開通
予定の交通利便性が高い好立地に、人工芝多目的グラウンド、フットサルコー
ト、ランニングコース、クラブハウス等を設備しています。天然芝グラウン
ドやテニスコート等の既存施設と併せて、道南最大のグラウンド数を有する
屋外スポーツの一大拠点が誕生しました。

函館アリーナ・函館フットボールパークの主な行事予定
　スポーツイベント開催時には、試合のための会場設営費、運営費、多数訪れる選手・役員の移動や宿泊、参加者や競技の応
援者たちの飲食費やお土産購入費等の直接消費による経済効果が期待され、さらに、スポーツイベントの開催が定着した場合
には、その消費を見込んだ宿泊施設や娯楽施設等への投資が誘発される可能性もあります。また、地域住民がイベント運営や
関連するボランティア活動への参加機会の増大等、地域コミュニティの形成や地域アイデンティティーの確立にも繋がります。
両施設には、そういった地域経済や地域社会への波及効果が期待されます。

サブアリーナ
　各種競技の公式大会が開催でき
るよう、バスケットボールコート
が１面取れる約1,000㎡の広さと
12.5ｍの天井高を確保し、208席
の観客席を配置しています。メイ
ンアリーナと同じ床材を採用した
ほか、３階部分に一周約130ｍの
ランニング走路を配置しています。

武道館
　各種武道大会が開催できるよう、
約1,000㎡の広さと4ｍの天井高を
確保し、60席相当の観覧席を配置
しています。可動式間仕切りを採
用し、同時に３つの競技の練習が
可能であるほか、12人立ちの弓道
大会が開催できるよう収納式の的
場を設置しています。

トレーニングルーム
　約200㎡の広さを有し、有酸素
系や筋力トレーニングのための各
種マシンのほか、フリーウェイト
用の器具等、充実した設備を揃え
ています。

多目的会議室・スタジオ
　各種会議の開催のほか、ダンス
や卓球等の軽スポーツの利用が可
能です。多目的会議室は166㎡と
177㎡、スタジオは179㎡と191㎡
の各２室です。また、必要に応じ
てそれぞれ２分割して利用できます。

人工芝多目的グラウンド（２面）
　ピッチサイズは、サッカー利用時105ｍ
×68ｍ、ラグビー利用時120ｍ×68ｍを確
保。適度なクッション性と高い耐久性を有
し、サッカーやラグビーのほか、多様な競
技に利用可能な65ｍｍの毛足を持つロング
パイル人工芝を採用しています。人工芝の
品質やグラウンドの平坦性、路盤の透水性
等、厳しい基準が設けられている「ＪＦＡ
ロングパイル人工芝ピッチ公認」を取得す
ることとしており、世界レベルの安全性と
プレー感を身近に体験できます。

フットサルコート（３面）
　ピッチサイズは38ｍ×18ｍを確保。40ｍｍの毛足を持つ人工芝グラウンドです。夜間照明設備を有して
おり、午後９時まで利用できます。また、サッカーやラグビー等の大規模大会時には、試合前のウォームアッ
プフィールドとしても活用していただけます。

ランニングコース
　グラウンド外周に約800ｍのランニングコースを設置しています。競技後のクールダウンや普段の健康づ
くりにご利用できます。

クラブハウス
　シャワー付きのロッカールーム（４室）のほか、大会本部やチーム控室として利用できる中多目的室（１室）、
小多目的室（４室）等を備えています。多様な使い方が可能で、大規模大会や合宿の開催をスムーズに進め
ることができます。

主要な施設

函館アリーナ 函館フットボールパーク
平成27年度全国中学校体育大会
「第46回全国中学校柔道大会」
会期　平成27年８月17日(月)～20日(木)

平成27年度高松宮記念男子第58回・女子第51回
全日本学生ハンドボール選手権大会
会期　平成27年11月6日(金)～11日(水)

９月
■ 北海道ラグビースクール中学生大会・
小学生大会
■ 北海道高等学校ラグビー南北選手
権大会　兼全国高等学校ラグビー
フットボール大会　北海道予選会

10月
■ 全国高校サッカー選手権大会北海
道大会（３回戦まで）

第11回全日本大学フットサル大会
会期　平成27年８月21日(金)～23日(日)

公益社団法人計測自動制御学会 システム・情報部門学術講演会
会期　平成27年11月18日(水)～20日(金)

第54回全国自治体病院学会in函館
会期　平成27年10月8日(木)・9日(金)
会場　函館アリーナ、函館市民会館、花びしホテル

Ｖ・プレミアリーグ女子函館大会
会期　平成27年12月5日(土)・6日(日)

平成27年度北海道卓球選手権大会(一般・ジュニアの部)
兼全日本予選会
会期　平成27年10月16日(金)～18日(日)

ＮＢＬ　2015－2016レギュラーシーズン
レバンガ北海道　ＶＳ　広島ドラゴンフライズ
会期　平成28年2月20日(土)・21日(日)



中小機構北海道 函館オフィスへ！
中小企業経営に関するご相談は中小企業経営に関するご相談は

さまざまな課題解決のためのワンストップサービス拠点です！

専門家による無料窓口相談実施中！
毎月第２金曜日

まずはお気軽に
お問合せください。

中小　北海道
詳細はインターネットで

中小企業基盤整備機構
北海道本部
〒060-0002　札幌市中央区北２条西１－１－７ 
ORE札幌ビル6F
TEL 011(210)7470 

中小企業基盤整備機構
函館オフィス
〒040-0063 函館市若松町７－１５ 
函館商工会議所ビル２Ｆ
TEL 0138(24)6600 

函館駅前
郵便局●

北洋ビル
　　●

●
函館駅

ホテル●
リソル函館　

棒二森屋●

★
オフィス
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　先日の新聞に新函館北斗駅前のレンタカー
営業所の工事が始まったとの記事がありまし
たが、新幹線駅のレンタカーはどのようにな
るでしょうか。

　北海道新幹線新函館北斗駅前にはレンタカー会
社７社の進出が発表されており、去る７月21日に

はそのうち共同で営業所を運営するニッポンレンタカー、
オリックスレンタカー、タイムズレンタカーの３社によ
るレンタカーステーションの地鎮祭が行われました。上
記以外にもトヨタレンタカー、日産レンタカー、駅レン
タカー、バジェットレンタカーの営業所が開設される予
定であるほか、木古内駅には駅レンタカー、タイムズレ
ンタカーの２社、奥津軽いまべつ駅には駅レンタカーが
進出することが発表されています。

　北海道新幹線開業を契機に、これまでレンタカー営業
所がなかった木古内駅と奥津軽いまべつ駅に新たにレン
タカー拠点が設置されることで、新たな需要創出が期待
されることになります。両駅は津軽海峡を挟んで最短の
位置関係（約75km）にあるため、道内在住者が車を使っ
て本州方面へドライブ旅行するのであれば、自家用車で
木古内駅まで行き無料駐車場に停めて新幹線に乗車、津
軽海峡を渡った奥津軽いまべつ駅からレンタカーを借り
て本州方面をドライブすることが出来るようになります。

現在の津軽海峡線木古内・津軽今別駅間の運賃は1,640
円であり、新幹線開業後は運賃が同程度、特急料金は他
路線の水準に当てはめると1,000円程度（自由席または
立席）と想定されるため、片道2,600円程度の運賃で済
むことと予想されます。

　このことを逆に東北地方在住者から見た場合、北海道
への旅行手段として駐車場が無料の奥津軽いまべつ駅ま
で自家用車、木古内駅まで新幹線を利用し、木古内駅か
らレンタカーを借りて北海道内へドライブ旅行をしても
らうようなプロモーションを北海道側から東北地方在住
者へ向けて実施することで、木古内駅や新函館北斗駅の
レンタカーのニーズも格段に高まることが予想されます。
これに伴い、駅周辺地域ではガソリンスタンドの営業時
間・定休日改善、道の駅など消費喚起につながる立ち寄
りドライブスポットなど受入環境整備も求められ、今後
は新幹線開業後に向けた東北地方へのレンタカー利活用
策PRやセット商品等の造成、周辺環境整備について、
関係機関に働きかけてまいります。

A

連 載 北海道新幹線で未来をひらく!
2015年

度
末新函館北斗開業情報
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人生のよい波に乗ると、楽に遠くまで行

ける。

その波に乗るためには、力を抜いて、準

備をして、リラックスして、のんびり待

つのがいい

書道家　武田　双雲

武
たけ

田
だ

　双
そう

雲
うん

　書道家。熊本育ち。３歳から母である双葉（そうよう）
に師事。東京理科大学、ＮＴＴ退社後、ストリートからは
じめる。ＮＨＫ大河ドラマ「天地人」や世界遺産「平泉」
など数々の題字を手がける。全国でユニークな個展を開
催。著書は、作品集【絆】、【上機嫌のすすめ】など 20 を
超える。書道教室は約 300 名（2005 年より満席状態が続
く）。公式ブログ「書の力」のアクセス数は、１日５万を
超える。⇒ http://ameblo.jp/souun

【公式サイト】http://www.souun.net/

お問合わせ　企画情報課　TEL 0138-23-1181

　はこだて検定は、函館の街に関する歴史・文
化・産業・地理・人々の暮らしなどの学習を通
じて、街への愛着や誇りを再認識していただき、
函館の魅力を観光客や全国の方々へおもてなし
の心を持って紹介できる人材を育成することを
目指して実施しています。
　「知識を仕事に活かしたい」とお考えの観光
産業従事者の方や「我こそは函館通」という好
奇心旺盛な方に最適です。

公式テキストブック（第6版）
平成27年4月改訂
主要書店および函館商工会議所で販売しています
（B5版208頁） 2,160円（税込）

過去問題集
平成26年12月改訂
函館商工会議所でのみ販売しています。
初級・上級 各500円（税込）

施 行 日／平成27年 11月8日㈰
募集期間／８月３日㈪～９月30日㈬
受 験 料／初級3,000円　上級5,000円
　　　　  　 ※各種割引があります。詳しくは本所ホームページをご覧ください

募集受付中
!

第10回

函館歴史文
化

観光検定
（はこだて

検定）
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餅の北屋
　当店は、昭和20年頃に私の祖父にあたる松下文次郎が
創業し、現在は二代目に当たる父の彦四郎、三代目で長男
の私と二男の正行、三男の敏明を中心に、本町にある本店
と支店である柏木店の２店舗を家族で協力しながら経営し
ており、餅はもちろんのこと、大福、団子、赤飯、のり巻
き、いなり等のお米を使用した商品等を取り扱う街のお餅
屋さんとしてご愛顧いただいております。
　当店では、新鮮な味をお客様へお届けすることが一番大
切であると考えており、手作りの商品は全て、その日の朝
に作ったものしか店頭に並べないことや米や小豆等の素材
を保管する倉庫の気温や湿度の管理を徹底しております。

伝統の味を受け継いで
　当店では、先代の時代からレシピや素材の選び方等がほ
とんど変わっていないため、一部商品を除く手作りの商品
には、添加物が一切入っておりません。素材も大福やあ
んこに使う小豆は十勝産、もち米は岩手産、べこ餅に使用
する黒糖は沖縄産のものを使用し、手作りの商品のほとん
どが国内の素材から出来ております。また、よもぎや笹に

ついては、市内にある山へ家族総出で出向き、自分達で採
取したものを使用しております。特によもぎは、市販のも
のよりも風味が強く、当店のよもぎ大福の味の決め手に
なっていると自負しております。また、先代より継ぎ足
している醤油ダレもいなりに当店ならではの風味を加え
てくれます。
　当店がレシピや素材にこのようなこだわりを持っている
のは、昔からご愛顧いただいている市内のお客様や函館に
帰郷する度に当店にお立ち寄りいただくお客様が馴染みの
味を口にし、ほっとした気持ちになってほしいと考えてい
るからです。

今後の目標
　当店は、創業してから半世紀以上が経ち、今では、老舗
と呼ばれることもあります。そんな当店に昔から足を運ん
でくださるお客様に“いつもの味”を届けるため、また、
これからいらっしゃる新しいお客様へ“昔ながら味”の届
けるため、今後も先代から受け継いだ味を守り続けたいと
思います。
　また、昔からある餅や団子、赤飯等は、日常的な食事や
お茶のお供という役割だけでなく、お盆、お彼岸、節句、
十五夜、年の暮等の季節の節目を彩る役割も担っていると
考えております。今後もお餅や団子、赤飯等を提供するこ
とでそういった季節を祝う催事の傍らに彩りを添えるお手
伝いをしていきたいと思います。

㈲餅の北屋
代表取締役　松下　文彦

㈲餅の北屋
本店　函館市本町25-12 TEL 52-2212
支店　函館市柏木町6-43 TEL 52-8101

Data

テーマ

会員NOW
伝統の味を受け継いで

Vol.27

ウィンドウに陳列されたお菓子

お盆のお供え物に落
らくがん
雁、赤飯

昔から変わらぬ北屋の味
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サッポロビール㈱北海道本部
道南支社
 支社長　古川　光偉千
北海道に愛されるビール
　弊社は、明治９年（1876年）にサッポロビールの前身
である開拓使麦酒醸造所が北海道開拓使により設立され、
その後、当地に営業所として道南支社を設立し、ビールを
中心に、発泡酒や缶酎ハイ等の酒類の製造、発注をメイン
の業務として行っております。
　弊社は、生活に潤いを与えるお酒の楽しさを伝え、サッ
ポロビールのふるさとである北海道への敬意と感謝を忘れ
ず、“北海道愛”を持ち、道民に愛される企業を目指して
おります。そのため、平成19年の北海道庁との「包括連
携協定」や平成22年には函館市と「協働・共創のまちづ
くりに関する協定」を締結する等、街づくりにおいて函館
市や北海道等の行政との連携を図ることによる地域貢献を
目指しています。
　ビール造りのこだわりとしては、専門技術を持つフィー
ルドマンがカナダ・オーストラリア等の生産地へ直接赴き、
麦芽やホップ等の栽培や加工を協働で生産しております。
また、北海道限定ビールであるサッポロクラシックは、気
温や湿度が低く、清潔な軟水が豊富でビール造りに適した
恵庭市で生産しております。また、ビールは、熱、湿度、
酸素、振動に弱く、これらを与えるとすぐに味が劣化しま
すので、容器詰めの段階でのビールの酸化を防ぐ処理や湿
度や温度の管理はもちろんのこと、走行中の荷台の振動
を抑えるトラックで輸送を行う等、お客様の食卓に届く
までビールのおいしさが損なわれないよう工夫を凝らし
ています。

はこだて検定を利用して
　昨年、私も含めた道南支社の社員４名で当検定の初級
を受験させていただき、全員合格することができました。
４名とも転勤で当地に配属されたので、函館市についてよ
く知るきっかけとして当検定を利用させていただきました。

　初級を取得して感じたことは、知っていると誰かに話し
たくなるような函館・道南に関する知識を得ることができ
たので、市内の取引先の方とコミュニケーションを行う上
での自信に繋がり、会話の幅も広がったと思います。また、
函館に対する愛着が強くなったように思います。
　上級試験は難関だと聞くので、初級と上級の他に、中間
の難易度の“中級”の試験があれば、是非受験したいと思
います。

地域と共に歩む
　道南支社では、北海道新幹線の開業効果を道南地域の地
域振興に結びつけること等を目的に昨年11月に渡島総合
振興局と連携協定を結びました。また、北海道新幹線Ｈ５
系の車両がプリントされたサッポロクラシック「北海道新
幹線缶」を発売致しました。近年、函館では、北海道新幹
線開業に向けた機運が高まっていますが、道南支社として
も開業ムードを更に盛り上げるお手伝いができればと思い
ます。
　また、近年、若い方のビール離れが叫ばれています。弊
社では、そういった現状を嘆くのではなく、需要の伸び代
と捉え、より多くの方にビールやお酒を飲む楽しさを伝え
ていきたいと思います。そういった目的から、函館空港ビ
アガーデン（7月1日～9月30日）やJR函館駅前納涼ビアガー
デン等を応援しています。

サッポロビール㈱北海道本部道南支社
函館市梁川町16-24 TEL 31-7171

Data

昭和44年頃のサッポロビール㈱函館営業所

北海道新幹線開業や函館アリーナオープン
GLAY Special Liveを記念した特別パッケージの商品

商工会議所活用レシピ
はこだて検定を利用し

て
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　去る７月13日～ 17日、５日間の行程で、函館工

藤市長、本所久保副会頭ほか関係各団体の代表総勢

11名が、中国3都市を訪れ、観光プロモーション活

動を実施しました。

　中国本土からの観光客は、本年３月の天津線、７

月の北京線と、相次いで定期路線が就航したことも

あって、好調に推移していますが、今回の訪問では、

北京、天津の両市に上海を加え、今後のさらなる中

国人観光客の集客に向け、現地の航空会社や旅行代

理店等に、ＰＲと要請活動を行いました。

　本所ではこれまでも、将来的に大きな伸びが期待

される中国人観光客誘致に向けて、地域を代表し、

率先して取り組んできましたが、今回の要望活動で

も好感触を得て帰函しました。

　本所では、予てより道南圏の振興発展に重要な役
割を果たすものとして、北海道縦貫自動車道「七飯
～大沼間」（延長10.0ｋｍ）の整備促進を機会あるご
とに強く要望してきました。このたびこれが実を結
び、この区間の実質的な工事が開始されることとな
り、去る８月２日、大沼公園ＩＣ付近において着工
式が行われ、本所から松本会頭が出席しました。
　この北海道縦貫自動車道「七飯～大沼間」は、
流通利便性の向上だけでなく、災害時の緊急輸送

ルートの強化や緊急医療の改善、周遊広域観光の促
進等々、各方面に大きな効果が期待されています。

■北海道縦貫自動車道の整備促進
「七飯～大沼間」の工事着工式

北京、天津、上海市を訪問

中国観光客誘致（トップセールス）を実施

▲中国国際航空でのトッププロモーションの様子

▲着工を記念し、鍬入れを行う関係者
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　新幹線開業対策特別委員会（佐藤征次委員長）、
観光・飲食・サービス部会（中野部会長）合同会議
を去る７月28日、ロワジールホテル函館において
開催し、西村担当副会頭はじめ30名が出席しました。
　当日は、合同会議の前段に観光・飲食・サービス
部会幹事会が行われ、議員を退任された本間前部会
長に代わり、中野副部会長が部会長に選任され、空
席となった副部会長には、函館山ロープウェイ㈱代
表取締役社長の竹村隆議員が選任されました。
　引き続き開催した合同会議では、６月に実施した
北陸新幹線沿線地域視察会についての報告がなされ、
視察会参加者から実際に感じたこと等が述べられま
した。
　視察会の報告を受け、新幹線開業における主体者
は地域の事業者であるということを再認識してもら
うよう取り組みを進めることが確認され、新函館北
斗駅見学会の実施が提案されました。

　建設・土木部会幹事会を、去る７月23日、本所
において開催し、久保担当副会頭を含む11名が出
席しました。
　当日は、空席となっている部会長の選任について
協議され、新部会長に高橋則行議員が選任されまし

た。また1名欠員となる副部会長には二本柳慶一議
員が選任されました。
　その後、今後の部会活動について議論され、恒例
となっている函館開発建設部長を招へいした説明会
の実施のほか、将来の人口減社会を見据えた地域の
グランドデザインについて、本所が主体となって推
進するための検討を図り、積極的な意見発信を行う
こととしました。

　青森経済同友会主管による第39回経済同友会東
北ブロック会議が、去る７月23日、青森市におい
て開催され、本所より正副会頭がオブザーバーとし
て出席しました。
　当日は、「新幹線開通を起爆剤に広域連携を」と
題し国土交通省篠原鉄道局次長より、「函館市のイ
ンバウンドに関する現状について」と題し函館工藤
市長よりそれぞれ基調講演が行われたほか、パネリ
ストとしてＪＡＬ大西会長やＪＲ東日本深澤副社
長、ＪＴＢ田川会長らを招き、パネルディスカッシ
ョンが実施され、最初に「インバウンドで2020年
政府目標2千万人に対する東北ブロックの活動につ
いて」、続いて、「国内旅行で北海道新幹線2016年
3月開通を見据えた道南と東北の観光連携について」
をテーマに活発な情報交換が行われました。

■建設・土木部会幹事会
部会長に高橋則行議員を選任

■経済同友会東北ブロック会議
「インバウンドや国内旅行での道南を含めた広
域観光連携」をテーマに意見交換

■ 新幹線開業対策特別委員会、観光・
飲食・サービス部会幹事会合同会議

北陸新幹線沿線地域視察会について報告

▲函館市のインバウンドの現状について説明する工藤市長

▲合同で行われた会議の様子
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　函館市の大船遺跡と垣ノ島遺跡がその構成資産で
ある「北海道・北東北の縄文遺跡群」の世界遺産登
録を支援するため、２市１町の商工会議所・商工会
を中心に設立された道南縄文文化推進協議会（会長：
本所久保副会頭）の定期総会が、去る７月21日、
ロワジールホテル函館において開催されました。
　当日は会員等関係者30名が出席し、26年度事業
報告ならびに27年度事業計画案について協議した
ほか、世界遺産登録に係る現状等について、当協議
会アドバイザーの阿部千春北海道縄文世界遺産推進
室特別研究員から解説がなされ、引き続き積極的な
支援活動が確認されました。

　函館港まつり実行委員会主催による開港156周年
記念函館港まつりが去る8月1日～5日の日程で開
催されました。
　今年の港まつりは、函館港を大輪の花で彩り、約
７万人の観客を魅了した道新花火大会、2日と3日
の両日には、「函館港おどり」や「函館いか踊り」
を始めとするワッショイはこだてが大門・五稜郭地
区で行われ、各団体延べ2万人が踊りながら街を練
り歩き、参加者の熱気溢れる踊りと沿道に詰めかけ
た観客の声援が重なり、会場全体が大いに盛り上が
りました。
　また、当所青年部では、函館市西部地域振興協議
会、ＮＨＫ函館放送局、市内ソウル音楽バンド「木
下さんと愛と哀しみの黒汁楽団」、道教大函館校の
学生有志らと合同で「新幹線はやぶさＰＲ連合隊」
を結成し、新幹線車両の模型を載せたみこし等と共
に十字街・松風コースのパレードに参加しました。

はやぶさＰＲ隊のパフォーマンスやオリジナルソン
グによる踊り等に沿道の見物客から大きな拍手が送
られ、第２部サマーカーニバル部門で見事優勝を飾
りました。
　 5日には歩行者天国、ホコ天ストリートLIVE
2015、函館港おどり・いか踊り大会、ワッショイ
はこだてコンテスト表彰式等が行われ、函館最大の
イベントである港まつりは、連日多くの来場者で賑
わいを見せ盛会裡に終了しました。

　みなみ北海道地区観光土産品公正取引協議会主催
による第44回観光土産品試買検査会を去る7月29
日、審査委員15名が参加しロワジールホテル函館
において開催しました。
　当検査会は、観光土産品の不当表示や過大包装を
検査し、公正競争規約の周知徹底や品質向上を図る
ことにより、商品を購入する観光客が函館に対しよ
り良い印象を持ってくれるよう毎年開催しています。
　当日は、函館駅前や西部地区、空港等の土産品店
で販売されている観光土産品の中から無作為に購入
した50品に対し審査を行った結果、合格品35品、
条件付合格15品、不合格 0品となり、今後は、条
件付合格商品の製造・販売元に対し、改善要望を行
っていきます。

■第44回観光土産品試買検査会
必要表示事項を審査し観光土産品の品質向上を図る

■道南縄文文化推進協議会
定期総会開催

■開港156周年記念函館港まつり
大いに盛り上がりを見せ、盛会裡に終了

▲厳正な審査を行う審査委員

▲開催に先立ち挨拶する久保副会頭

▲新幹線はやぶさＰＲ連合隊によるパレードの様子
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　去る７月21日、「海の日を祝う会」（本所松本会
頭が会長)主催により、函館市副市長をはじめ関係
機関より来賓を迎え、五島軒本店において海の日記
念式典を開催しました。
　式典では、海事業務や港湾の振興発展に尽力され
た13名に対し表彰が行われたほか、終了後は、引
き続き同店において祝賀会を開催しました。

　7月例会を去る7月16日、内山会長をはじめ24名
が参加し開催しました。
　当例会は、調査研究事業として、本年8月1日に
オープンした函館アリーナを見学しました。
　当日は、函館市都市建設部建築課の小柳課長から
館内の説明を受け、参加者は、大型アリーナが整備さ
れたことで、更なる地域の経済活性化に繋がること
に期待を寄せながら、熱心に施設を見て廻りました。

　去る8月2日、本所女性会会員ならびに銭亀沢支
所女性部部員等総勢57名がワッショイはこだて十
字街・松風コースに参加しました。
　女性会では、定例事業として当パレードに毎年参
加しており、当日は天候にも恵まれ、夕暮れ前の暑
い日差しが照りつける中、沿道の観客の声援を受け
ながら踊りを披露しました。
　パレード終了後には懇親会を開催し、参加者間で
の親睦を深め、和やかな雰囲気の中、盛会のうちに
終了しました。

　7月例会を去る 7月 8日、齋藤会長はじめメン
バー37名ほか、道南陸上競技協会、（公社）函館法
人会青年部会から12名が参加し、ホテル函館ロイ
ヤルにおいて開催しました。
　例会では、講師に元オリンピックマラソンランナ
ーの谷口浩美氏をお迎えし「転んでも踏まれても立
ち上がれ！」と題したテーマでご講演をいただきま
した。
　谷口氏からは、世界陸上で日本男子初の金メダル
を獲得した1991年東京大会での体験談やレースに
向けた体のつくり方、また、応募者全員から参加料
を得るロンドンマラソン大会の運営方法などについ
て述べられ、来年の函館マラソン大会の成功と継続
開催を活動の柱の一つとしている青年部メンバーに
とって非常に勉強となる例会となりました。

ワッショイはこだてに参加■海の日記念式典
13名の功労者を表彰

■青年部
7月例会を開催

■女性会
函館アリーナを見学

▲開催に先立ち挨拶する松本会頭

▲メインアリーナを背景に記念撮影 ▲谷口氏を囲んでの記念撮影
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お問合わせ先：本所　経営支援課　℡23-1181

12

がんばる経営、応援します！

「マル経融資」
　マル経融資制度は、経営改善を図ろうとする小規模事業者をバックアップするため、本所が日本政策金
融公庫に推薦し、無担保・無保証人・低利で融資する制度です。

■金　　　利… 1.25％ （平成27年7月20日現在）

■返 済 期 間… 運転7年（うち据置１年）、
 設備10年（うち据置２年）
◎ご利用にあたっては下記の条件を満たしていることが必要です。
　★従業員20人以下（但し商業・サービス業は５人以下）　★事業実績が１年以上あり、函館市内に事業所のある方
　★期限の到来した納税を完了されている方

会議所スタッフ（経営指導員）が決算書などを基に融資相談を行い、審査に向けた推薦書を作成いたします。
融資実行まで日数がかかりますので、お申込みは余裕を持ってお早めにお願いいたします。

まずは本所＜℡ 23-1181 ＞あて「マルケイの件で」とお電話ください。

本所では､ ｢マル経融資｣ の利子１％を１年分補助する「利子補給制度」を行っております。詳しくはお問合せください。

貸付限度額

2,000
万円

  本所では、各種融資を利用する際のチェックポイントや国・道・市の制度融資をまとめた手引（Ａ 4版 93ペー
ジ）を発刊しました。
　手引をご希望される方に本所窓口にて無料配布しております。（郵送は行っておりません）
　なお、部数に限りがございますので、お早めにご来所のうえ、お受け取り下さい。

「経営セーフティ共済」
　自分の会社が健全経営でも、取引先の倒産という事態はいつ起こるかわ
かりません。
　経営セーフティ共済（正式名称：中小企業倒産防止共済制度）は、その
ような不測の事態に直面した中小企業に迅速に資金を貸出しする共済制度
で、法に基づき独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。

内　　容

❶ 掛　　　金

　掛金月額は、5,000 円から 20 万円までの範囲
（5,000 円刻み）で自由に選べ、掛金総額が 800
万円になるまで積み立てられます。掛金は税法上、
法人の場合は損金、個人の場合は必要経費に算入
できます。

❷ 共　済　金

　共済金の貸付けは、担保や保証人は不要です。
倒産した取引先事業者との商取引の内容、方法が
わかる書類を添付の上申請し、「回収困難となった
売掛金債権等の額」と「掛金総額の 10倍に相当
する額（最高 8,000 万円）」のいずれか少ない額
の融資となります。
　※加入後 6ヶ月以上が経過し、6ヶ月分の掛金
を納めていることが必要です。

❸  一時貸付金
制　　  度

　取引先が倒産していなくても、臨時に事業資金
が必要となった場合、一時貸付金として融資を受
けることができます。

☆詳細は中小企業基盤整備機構ホームページをご覧下さい☆
 http://www.smrj.go.jp/tkyosai/000771.html
◇本所において、パンフの配布・加入手続きを取扱っております。◇

平成27年度版 金融制度の手引を発刊しました

事業者 経営指導員 日本政策金融公庫

融資実行

日
本
政
策
金
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公
庫
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　薦

連鎖倒産から中小企業を守る

などでお悩みはございませんか？ 

どんなことでもお気軽にご相談ください

金　　融 経営改善 税　　務

労　　務 法　　務 新規創業

取引照会 情 報 化 環境対策

個別専門相談ご案内
相談は事前予約制となっておりますの

で、電話23-1181にご予約願います。

保証協会
個別相談

信用保証制度についてのご相談
実施日／9月8日㈫ 13:30～
相談員／北海道信用保証協会
 函館支店担当者

金融個別
相談

低利な融資制度についてのご相談
実施日／9月16日㈬ 午前中
相談員／  日本政策金融公庫函館支店
 国民生活事業担当者

発明相談
特許・商標などの出願・活用についてのご相談
実施日／9月16日㈬ 11:00～16:00

相談員／発明協会担当者

法律相談
法律に関わるお悩みごとについてのご相談
実施日/9月25日㈮ 13:00～
相談員/弁護士 堀田 剛史 氏

経営相談
経営上の様々な課題についてのご相談
実施日/9月9日㈬ 13:00～
相談員/公認会計士 鎌田 直善 氏
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*函館の皆様と共に45年…私たちが皆様からのご相談にお答えします*
毎月第4水曜日 13：00～16：00　函館商工会議所にて

URL:http ://www.e ich i -patent . jp

特許業務法人 英知国際特許事務所
所 長 弁 理 士 岩﨑　孝治 所長代理弁理士 七條　耕司 副所長弁理士 小橋　立昌
弁 　 理 　 士 鈴木　康裕　　　弁 　 理 　 士 宮崎　　　恭　　　弁 　 理 　 士 紀田　　馨　　　弁 　 理 　 士 田口　滋子
弁 　 理 　 士 岩﨑　良子　　　弁 　 理 　 士 石川　香菜子　　　特別顧問弁理士 細井　貞行　　　特 別 顧 問 岡本　清秀

発明・商標相談無 料

【東 京 本 部】 〒112-0011　東京都文京区千石4-45-13
 TEL：03-3946-0531㈹

　　　　　　　　　　　　　　　 【虎ノ門サテライト】 TEL： 03-6206-6479
【仙台支部】 TEL： 022-266-5580　   　【大阪支部】 TEL： 072-201-1593
【山形支部】 TEL： 023-651-6102　   　【浜松支部】 TEL： 080-2077-6544

無料

中小企業総合振興資金融資制度の改正について
　道では、経済環境への対応と中小企業への円滑な資金供給に向け、中小企業総合振興資金融資制度の見直しを行い、
平成27年8月3日から以下のとおり新制度へ移行しましたのでご案内いたします。

資金名 融資対象

ライフ
ステージ
対応資金

創業貸付
（１）新たに事業を開始する、又は会社を設立する予定の個人
（２）新たに会社を設立する予定の中小企業者である会社
（３）創業後５年を経過しない個人又は中小企業者である会社

ステップアップ貸付

事業規模の拡大や経営効率の向上を図る計画を有する中小企業者等

【政策サポート】　道の経済施策に基づく分野の事業に取り組む方　【食、国際、環境・エネルギー、ものづくり、商業、事
業活性化（経営革新、雇用、事業承継、表彰）】 

【観光・企業立地】
（１）道内において観光施設の新増設や観光客の受入体制の整備に取り組む方
（２）道内において工場や事業所の新増設を行う企業立地促進費補助金の対象業種事業者 

経営力強化貸付 信用保証協会の「経営力強化保証制度」の対象となる中小企業者等

再生支援貸付 （１）中小企業再生支援協議会等の支援による事業再生に取り組む中小企業者等
（２）経営安定（倒産防止）特別相談室を置く商工会議所等の推薦を受けた中小企業者等

経営環境
変化対応
資　　金

経営環境変化対応
貸付

経済環境変化により、一時的に売上や利益の減少等業況悪化を来している中小企業者等

【原料等高騰】
（１）原料等高騰の影響により、売上高に対する売上原価等の割合が前年同期比で増加している中小企業者等 
（２）（１）の要件に該当し、省エネルギー施設等を導入する方 

【認定企業】　中小企業信用保険法第２条第５項に基づく市町村長の認定を受けた「特定中小企業者」、又は、道が認めた事
由により影響を受けている中小企業者等

【災害復旧】
（１）災害の影響により中小企業信用保険法第２条第５項に基づく市町村長の認定を受けた「特定中小企業者」 
（２）災害等により被害を受けた方で道が認めた地域内に事業所を有する中小企業者等 

防災・減災貸付
事業継続計画（BCP）を策定し、事前に災害等に備える取組を行う中小企業者等

【耐震改修対策】　要緊急安全確認大規模建築物を所有する方

一般経営
資　　金

一般貸付 中小企業者等

小規模企業貸付
従業員20人（商業・サービス業は５人、宿泊業及び娯楽業は20人）以下の中小企業者等

【小口】　信用保証協会の「小口零細企業保証制度」の対象となる小規模企業者
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みんなの家『地球』みんなで大事にしよう !

安 心 と い う 選 択

函館環境衛生 検 索

www.hakodate-kankyo.com
©函館環境衛生株式会社
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９月上旬から
国勢調査員が皆さまの
お宅を訪問します！

パソコン，
スマートフォンでも
回答ができます！

～ご協力お願いします～
お問い合わせ

函館市国勢調査実施本部事務局（函館市総務課統計担当）　☎ ２１－３６３３

14

１０月１日現在の皆さんの状況を回答してください！

ご案内 Information

8 月
19 水 金融個別相談

20 木 セミナー「改正パートタイム労働法・改正次世
代法と両立支援のための助成金について」

26 水 発明相談

28 金 法律相談

30 日 第17回 黒豚バーベキュー祭り

9 月
5 土 はこだてグルメサーカス2015（～ 9/6）

8 火 北海道信用保証協会 個別相談

9 水 経営相談

今後のうごき
【7月30日現在】
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魅力ある職場づくりが人材の確保
、定着に必要です

　少子高齢化により構造的な人手不足が進む中で、「人材を確保できない」、「人材が定着しない」、「仕事
に対する意欲が低い」という雇用管理上の問題は、企業経営にとって大きなリスクであり、働きやすい・
働きがいのある職場づくりをすすめて、従業員にとって魅力ある職場をつくる取り組みが企業に求められ
ております。
　一方で、非正規雇用労働者は増加傾向にあり、正社員に比べ、雇用が不安定、賃金が低い、能力開発の
機会が乏しいといった課題に対応するため、正社員への転換、人材育成などの取り組みを実施した事業主
に対して支援する制度があります。

正社員実現に取り組む事業主への支援
● キャリアアップ助成金の拡充
　 多様な正社員制度を新たに規定し、１名以上
の非正規社員を多様な正社員に転換した場合、
１事業所当たり40万円支給（中小企業）。２人
目以降は一人当たり30万円支給（中小企業）。

　※ 事前にハローワークにキャリアアップ計画を提出
する必要があります。

● トライアル雇用奨励金によるフリーター・ニー
ト等の正社員就職の実現
● 多様な人材活用で輝く企業応援サイトを開設
　　http://www.tayou-jinkatsu.jp/

派遣労働者の直接雇用・正社員化促進
● キャリアアップ助成金の助成額拡充
　 派遣先における派遣労働者の正社員雇用促進
１人当たり80万円支給（中小企業）。

　※ 事前にハローワークにキャリアアップ計画を提
出する必要があります。

平成28年3月31日までの間、支給額を増額また
は要件を緩和しています。

　お問い合わせはハローワーク函館
 ☎26－0735　助成金担当

正社員実現
キャンペーン

非正規雇用労働者の企業内でのキ
ャリアアップを促進し

雇用管理改善に取り組む事業主の
皆様へ



ＪＲ北海道Ｈ５系

平成27年8月10日発行（毎月１回10日発行）

8
2015

386

CONTENTS
巻頭特集
函館アリーナ＆函館フットボールパーク
2015年８月１日 OPEN

旅が、仕事が、暮らしが、街が変わる。

2015年度末 新函館北斗開業

会員Now …………………………………………………P６
商工会議所活用レシピ ………………………………P７

ご案内 ………………………………………………………P14

函館商工会議所報

120th Anniversary

Since 1895
函館商工会議所

16

　平成24年の「経済センサス」によると、全国
に「パルプ・紙・紙加工品製造業」の事務所が
１万１９２７カ所、存在する。その多くは輸入品の
増大や、低価格化などにより衰退傾向が著しい。事実、
過去の調査をみると、13年が１万５２７２カ所となっ
ている。このおよそ10年間で、３３４５カ所、率に
して22％もの事業所が消滅していることになる。
　こうした中でユニークな経営を展開し、見事に構
造的不況業種という壁をブレークスルーしているのが、
わが国有数の紙の生産地である静岡県・富士市に本
社を構える「紺屋製紙」という企業だ。
　なぜ同社が元気なのか、理由は多々あるが、ここ
では２点に絞り紹介する。まず第１点は自社商品開
発に注力してきたからといえる。富士市にある製紙
関係の工場の多くは、かつてこの地に有力な工場が
多数集積していたということもあり、大半はいわゆ
る下請工場である。しかしながら、同社は社員数約
35人という規模でありながら、時代変化を読み、早
くから自社製品を創造し、確保することにチャレン
ジしてきた。その結果、一部開発型のＯＥＭ商品も
あるものの、扱っている商品の大半は自社製品だ。
具体的には各種タオルペーパーや紙バンド、さらに
は産業用紙などである。主力のタオルペーパーは競
合メーカーが多いが、同社は、多品種・短納期・少

量生産が得意だ。扱う製品は、サイズ・デザイン・
厚さなど、その種類だけで数十種類に上る。小回り
が利き、これほどトータルに価値提案ができる企業
はそうそうない。
　第２点は、新市場の創造に注力してきたからとい
える。現在、小ロット・多品種という面倒なタオルペー
パーについては、市場の優位性を確保しているが、
将来のことを考えると、この商品だけでは安心でき
ない。そこで、もう一つの柱にと、注力しているの
が、「紙バンド」の用途開発である。この目的達成の
ため、26年には「蛙屋株式会社」と「キラウス株式
会社」を新たに設立している。前者はこれまでに開
発した数十種類の紙バンド製品の普及と販売を国内
外に情報発信する小売店。後者は「紙バンド＆カフェ」
をコンセプトに、紙バンドクラフトを楽しむ工房的
喫茶店だ。つまり「場・こと」の創造による市場の
創造に取り組んでいるのだ。紙バンドは24年にスター
トした新規事業ではあるが、既に売上高の約５％に
まで高まり、今後のさらなる拡大が見込まれている。
　こうしたことができるのも、歴史的に「社員を路
頭に迷わせない経営」「社員満足度の高い企業」を軸
に経営を行ってきたからに他ならない。「変化無くし
て成長なし」と良く言うが、同社の存在はまさに「変
化・革新」の結果といえる。

企業に学べ

　1947 年生まれ。福井県立大学教
授、静岡文化芸術大学教授などを経て、
2008 年 4月より法政大学大学院政策
創造研究科（地域づくり大学院）教授、
同静岡サテライトキャンパス長および
同イノベーション・マネジメント研究
科兼担教授。他に、国や県、市町、商
工会議所などの審議会・委員会の委員
を多数兼務している。専門は中小企業
経営論・地域経済論・産業論。著書に『日
本でいちばん大切にしたい会社』（あ
さ出版）、『この会社はなぜ快進撃が続
くのか』（かんき出版）など。

坂本　光司 /さかもと・こうじ

変化・革新を続ける
紺屋製紙

快 進 撃

法政大学大学院
政策創造研究科 教授　坂本　光司
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